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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

(注) 平成23年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりま
せん。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 5,333 4.6 102 △26.6 107 △24.3 58 △20.9
24年3月期第1四半期 5,099 ― 139 ― 142 ― 74 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 17百万円 （△71.3％） 24年3月期第1四半期 59百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第1四半期 15.04 ―
24年3月期第1四半期 19.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 15,110 3,588 23.8
24年3月期 15,078 3,602 23.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,588百万円 24年3月期  3,602百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 11,800 8.3 190 △24.2 180 △30.9 100 △28.0 25.65
通期 23,100 6.8 400 18.7 390 8.9 220 6.6 56.42



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注) 詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）に関する情報 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注) 詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）に関する情報 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 4,140,000 株 24年3月期 4,140,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 243,692 株 24年3月期 243,692 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,896,308 株 24年3月期1Q 3,899,346 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や政府の景気刺激策などの効果

により企業収益や個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復基調となりました。しかしながら、欧州政府債務問題や

円高の長期化、さらには電力供給の制約懸念等の影響もあり、先行きの不透明感は払拭されない状況で推移しまし

た。 

木材業界におきましては、建築資材の需要に影響を与える新設住宅着工戸数は21万5千戸（前年同期比6.2％増）

と本格的な回復には至っていないものの、住宅投資促進政策の効果もあり前年同期に比べわずかながら増加し、当

業界に特に関係が深い持家や戸建分譲住宅も堅調に推移しました。 

このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は53億3千3百万円（前年同期比4.6％増）

となりましたが、営業利益は1億2百万円（同26.6％減）、経常利益は1億7百万円（同24.3％減）、四半期純利益は

5千8百万円（同20.9％減）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

木材事業では主に木造戸建住宅の構造材を扱っております。震災の影響により需要が増加した前年同期に比べ現

地挽輸入木材製品や合板等の販売価格が下落したため、売上高は41億6千8百万円（前年同期比4.8％減）、セグメン

ト利益は4千7百万円（同55.0％減）となりました。 

物流事業では、運送事業及び荷役事業を行っております。平成24年１月に３ＰＬ事業を譲り受けたことにより売

上高は9億5千3百万円（同83.1％増）、セグメント利益は3千5百万円（同125.1％増）となりました。 

不動産事業では、賃貸用倉庫や賃貸用マンション等の賃貸業を行っております。売上高は5千5百万円（同1.1％

減）、セグメント利益は1千8百万円（同0.0％減）となりました。 

木材害虫防除関連事業では、主に木材害虫類の防除用薬剤を扱っております。売上高は1億5千6百万円（同7.7％

増）、セグメント利益は1千2百万円（同11.3％増）となりました。 

 

  (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ純資産が1千3百万円減少し、総資産

が3千2百万円増加したため、自己資本比率は0.1ポイント減少し23.8％となりました。増減の主なものは、資産で

は現金及び預金が3億1千6百万円、有形固定資産が2億4千4百万円増加し、受取手形及び売掛金が4億5千7百万円減

少しました。負債では借入金が8千4百万円減少しました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 
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２．サマリー情報（その他）に関する情報 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は軽微であります。 
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４．四半期連結財務諸表 
 (1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,695,531 2,012,483

受取手形及び売掛金 3,850,794 3,393,659

商品及び製品 1,221,457 1,253,724

仕掛品 29,154 33,462

原材料及び貯蔵品 530,433 493,550

未成工事支出金 91,227 96,793

その他 219,123 236,829

貸倒引当金 △16,200 △18,300

流動資産合計 7,621,522 7,502,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,625,685 2,583,582

土地 2,253,030 2,253,030

その他（純額） 516,227 802,918

有形固定資産合計 5,394,942 5,639,531

無形固定資産   

のれん 367,639 348,562

その他 17,063 16,171

無形固定資産合計 384,703 364,733

投資その他の資産   

投資有価証券 1,480,560 1,417,568

その他 271,107 261,624

貸倒引当金 △74,500 △74,900

投資その他の資産合計 1,677,168 1,604,293

固定資産合計 7,456,814 7,608,559

資産合計 15,078,337 15,110,762
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,689,222 5,735,891

短期借入金 3,222,496 3,022,159

未払法人税等 104,015 48,385

賞与引当金 136,176 77,264

その他 400,986 644,714

流動負債合計 9,552,896 9,528,414

固定負債   

長期借入金 1,149,794 1,265,576

退職給付引当金 192,481 179,807

役員退職慰労引当金 163,467 161,694

資産除去債務 12,631 12,773

その他 404,240 373,504

固定負債合計 1,922,614 1,993,356

負債合計 11,475,510 11,521,770

純資産の部   

株主資本   

資本金 207,000 207,000

資本剰余金 4,491 4,491

利益剰余金 3,401,035 3,428,707

自己株式 △100,009 △100,009

株主資本合計 3,512,517 3,540,189

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 90,959 48,882

繰延ヘッジ損益 △650 △79

その他の包括利益累計額合計 90,309 48,802

純資産合計 3,602,826 3,588,991

負債純資産合計 15,078,337 15,110,762
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 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,099,668 5,333,218

売上原価 4,493,073 4,613,803

売上総利益 606,594 719,414

販売費及び一般管理費 466,980 616,882

営業利益 139,614 102,531

営業外収益   

受取利息 36 7

受取配当金 4,127 4,359

為替差益 5,938 3,599

持分法による投資利益 － 3,631

雑収入 6,496 6,164

営業外収益合計 16,598 17,762

営業外費用   

支払利息 9,445 8,750

手形売却損 2,293 2,941

持分法による投資損失 1,184 －

雑損失 850 814

営業外費用合計 13,772 12,506

経常利益 142,440 107,787

特別損失   

投資有価証券評価損 772 －

特別損失合計 772 －

税金等調整前四半期純利益 141,667 107,787

法人税等 67,580 49,180

少数株主損益調整前四半期純利益 74,087 58,607

四半期純利益 74,087 58,607
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 74,087 58,607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,241 △35,411

繰延ヘッジ損益 △1,055 570

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,234 △6,666

その他の包括利益合計 △14,531 △41,506

四半期包括利益 59,556 17,100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,556 17,100

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

   

(4) セグメント情報 

① 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

木材事業 物流事業 不動産事業 
木材害虫防除

関連事業 
計 

調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 4,377,842 520,637 55,918 145,270 5,099,668 ― 5,099,668

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 3,752 ― ― 3,752 △3,752 ―

計 4,377,842 524,389 55,918 145,270 5,103,420 △3,752 5,099,668

セグメント利益 105,666 15,786 18,236 11,268 150,957 △11,342 139,614

(注)１．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△3,752千円はセグメント間取引消去であり、セグメント利益の調整

額△11,342千円はのれん償却額であります。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

② 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

(a) 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

木材事業 物流事業 不動産事業 
木材害虫防除

関連事業 
計 

調整額 

(注)１ 

四 半 期 連 結

損 益 計 算 書

計上額(注)２

売上高    

 外部顧客へ 

の売上高 4,168,424 953,027 55,280 156,485 5,333,218 ― 5,333,218

 セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
― 20,845 ― ― 20,845 △20,845 ―

計 4,168,424 973,873 55,280 156,485 5,354,063 △20,845 5,333,218

セグメント利益 47,569 35,530 18,229 12,544 113,874 △11,342 102,531

(注)１．セグメント間の内部売上高又は振替高の調整額△20,845千円はセグメント間取引消去であり、セグメント利益の調整

額△11,342千円はのれん償却額であります。 

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

(b) 報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「木材害虫防除関連事業」について量的な

重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しており、前第

１四半期連結累計期間の「報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」に記載してお

ります。 

木材害虫防除関連事業では、木材害虫防除用薬剤の製造・販売や木材害虫の防除工事を行っております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。    
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